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農事組合法人クヰンビーガーデン養蜂組合)

展示会 ｢
蜂 は職人 ･デザイナー｣
標記 の タイ トルのユニークな展示会が I
NAX
ギ ャラ リーで開かれた.蜂の巣 は,素材面では
梶,植物の葉,パルプ, ヤ二, ワックス,造形
面では壷型か ら六角形 まで, と変化 に富んでお
り, それぞれに機能美を誇 っている. これ らが
洗練 された展示空間に効果的な照明を得て,標
本であ りなが ら息づいて見え る.中で もキオ ビ
ホオナガスズメバチの巣 (
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